
    年   月  日   週目 主日    部礼拝  日本 現場 生  天命 弟子  使徒         
神様 日本 現場 生  天命弟子      望      神様 天命 知       日本 聖徒達 答  受        日本 生  天命弟子         弟子 

       平凡 弟子      時代 生     用                   主 恵       名前 意味      現在          弟子       

大変 問題 起      日本          弟子 必要   私   日本 現場 生  天命弟子             人         弟子        

1.福音 2.御言葉 3.主人の弟子 2部:「刻印、根、体質を変える御言葉、
祈りの集中」(Ⅱテモ 3:14－17)

▲アナニヤは福音に結論を下した天命弟子。

▲ローマ 1:2(この福音は、神がその預言者
たちを通して、聖書において前から約束

された)－聖書の主人公はキリスト。
1)主人公
(1)本来の人間は神様の形として創造。
(2)創世記 3章の問題
－罪、サタンの奴隷、霊的な死

(3)キリストの約束－女の子孫がサタン
を打ち砕く(創世記 3:15)。

2)マタイ 16:16(「あなたは、生ける神の御
子キリストです。)
(1)人間を奴隷にする悪魔から解放者
－真の王のキリスト

(2)罪からの解放－真の祭司
(3)神様に出会う道－真の預言者

3)主－使徒 9:10(主が彼に幻の中で、「アナ
ニヤよ」と言われたので、「主よ。ここ

におります」と答えた)
(1)アナニヤはイエスのことを主と呼ぶ
－主は神様そのものを指す

(2)アナニヤのように福音を正確に知っ
ている人に出会いの祝福を与える。

－アナニヤとパウロの出会い。

(3)使徒 9:3-5(彼は地に倒れて、「サウロ、
サウロ。なぜわたしを迫害するのか」と

いう声を聞いた。彼が、「主よ。あなた

はどなたですか」と言うと、お答えがあ

った。「わたしは、あなたが迫害してい

るイエスである。)
(1)キリストに知恵と知識の宝(コロ 2:3)
(2)アナニヤはキリストで全てであるこ
とを信じていた－アナニヤを通して

パウロが生かされる。

(3)パウロがキリストを分かり時代を変
える伝道者となる。

▲弟子は御言葉を聞くことを中心とする者である。

1)申 6:4(聞きなさい。イスラエル。主は私たちの神。
主はただひとりである。)
(1)主の働きをするとは御言葉を聞くことが始まり。
(2)御言葉を聞くことによって成り立つようになる。
(3)詩篇 1:1-2(幸いなことよ。悪者のはかりごとに歩
まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に着かな

かった、その人。まことに、その人は主のおしえを

喜びとし、昼も夜もそのおしえを口ずさむ。)
・幸いな人は、昼も夜も御言葉を聞いて黙想する人。

(4)ヨハネ 8:31(「もしあなたがたが、わたしのことば
にとどまるなら、あなたがたはほんとうにわたしの

弟子です。)
①「わたしのことばにとどまる」－御言葉を刻印

②聞くことはキリストについての御言葉による。

③御言葉に集中をすると霊・精神・肉が癒される。

2)従順
(1)御言葉に耳を傾けると御言葉に従えるようになる
(御言葉に従いたい思いを与えて下さる)

(2)イエスキリストだけが全ての問題の解決者である
ことを信じている(キリストだけで十分である)
－私たちがするのは御言葉を聞くことのみである。

3)方向－使徒 9:10－11(すると主はこう言われた。「立
って、『まっすぐ』という街路に行き、サウロという

タルソ人をユダの家に尋ねなさい。そこで、彼は祈

っています。)
(1)ミッション－御言葉を聞き主からミッションを頂く
(2)アナニヤの人生を通してパウロ一人を立てる
ミッションを成し遂げた。

(3)使徒 9:15(しかし、主はこう言われた。「行きなさ
い。あの人はわたしの名を、異邦人、王たち、イス

ラエルの子孫の前に運ぶ、わたしの選びの器です)
・御言葉によって世界福音化をされるようになる

(4)使 1:8(聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、
あなたは力を受けます。

－この御言葉を刻印するべき。

▲アナニヤのような弟子は、キリスト

を主人とする者である。

1)キリスト－使徒 9:11(立って「まっす
ぐという街路に行き、サウロという

タルソ人をユダの家に尋ねなさい。

そこで、彼は祈っています)
(1)キリストを主人とする人生。
(2)パウロは主の前で完全にひれ伏
したのは、アナニヤがキリストを

主人とする人物であるから(使 9:10)
(3)何をするにもまず神様に祈り
求める姿勢を持つ。

2)使徒 9:10(主が彼に幻の中で、「アナ
ニヤよ」と言われたので、「主よ。こ

こにおります」と答えた。

(1)主が幻を通して答える
(2)祈りをする時に主は答え、力を
与える

3)万人(万人王、万人祭司、万人預言者)
(1)キリストを主人とするときにキ
リストと同じ働き(王、祭司、預言者)
をできる。

(2)万人王：御言葉の剣でサタンに
勝利できる。

(3)万人祭司：御言葉に従順、赦し。
(4)万人預言者：御言葉を宣べ伝える
(5)一般聖徒であるアナニヤを通し
て時代の伝道者のパウロを立てた

(6)キリストを主人としているので
守って下さる

▲結論

(1)キリストが全てである
(2)御言葉を聞き、黙想をする。
(3)聖徒はアナニヤのような日本を生
かす天命弟子。

▲序論

１％福音化の思いが刻まれ体質化となる

ことが出来るように。自分のなかにあるも

のが自分のものである。

1．刻印、根、体質－基準(聖書)
1)間違った－日本福音化、世界福音化、
(1)創世記 3:1－6(創世記 2:17)
－私中心、世の中、成功中心

(2)マタ 16:13－15－類似
2)正しい刻印、根、体質
(1)イザヤ 34:16(1600年、40名)
(2)Ⅱテモ 3:14－17霊感
(3)ヨハ 8:31－32(真理)
①真の幸せ－基準(創 1:27－28）
②真の不幸－創世記 3:1－20
③真の祝福－マタ 16:16－19
④真の福音－使徒 20:24－救い、祈り、
伝道、宣教、教会、弟子

2．御言葉(基準)‐集中
1)学んで－確信したところ
(1)聖書全体－鳥観
(2)来られる、来られた(ヨハ 5:39、
マタ 16:16)
(3)目的－ヨハ 20:31
(4)ビジョン(使徒 1:8)

2)集中－流れ
(1)生涯の基準(キリスト、世界福音化)
(2)私、私のこと、私の現場

3．祈りの集中－24時
1)御言葉(詩編 119:105)
2)口－告白、賛美、感謝、
3)目－祈り、
4)鼻－呼吸(聖霊の満たし、天使、暗闇)

▲結論

1．一生の天命を持つ弟子
(答え、基準、旅程、仕事)

2．毎日の天命を持つ弟子(神の国－癒し)
3．未来の天命を持つ弟子(使徒 1:8)



区域地教会（2017 年 12 月 3 日～12 月 9 日）

【賛美】 「イエスわが王よ」

１）イエスわが王を賛美で迎えん 栄光の主の御座を もうけたまえ主よ

私は神のもの ゆえに神にささげん 御心のままにおさめよ 主イエスよ

２）イエスわが王よ ここに来られ われが主にささぐ 賛美受けたまえ

われは主のしもべ 主はわれらのきみ 主なるイエス来られ 賛美を受けたまえ

【使徒信条】

我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその独り子、我らの主、イエス・キリストを信ず。

主は聖霊によりてやどり、おとめマリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に

つけられ、死にて葬られ、よみにくだり、三日目に死人のうちよりよみがえり、天にのぼり、全能の父

なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを審きたまわん。我は聖

霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪のゆるし、からだのよみがえり、とこしえの命を信

ず。アーメン

【メッセージ】 「日本の現場を生かす天命の弟子」(使徒 9:10-19)

【讃美】 377 みことばなる

【祈り】

①教会の祈りの課題

・「第二の RUTC 運動」（本部 元旦メッセージ）のメッセージの成就のために。

・「第二の宗教改革」（福音宣教教会 元旦メッセージ）。全聖徒が万民王、万民祭司、

万民預言者の使命を成し遂げ、2017 年に 1％福音化が成されるように。

・ 3 つの運動（区域地教会，レムナント，8000 教会･286 人の宣教師）の成就のため。

・御国イザヤ牧師に聖霊充満と 5 つの力が与えられるように。

②区域地教会の聖徒の中で欠席された方、問題、病にある方、新しい家族のために。

③区域地教会参加者の祈りの課題（集まった聖徒の祈り課題を付箋に記入）のため。

【フォーラム】

【祈り】

【主の祈り】

天にましますわれらの父よ。ねがわくは、御名をあがめさせたまえ。御国をきた

らせたまえ。みこころの天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を、

今日も与えたまえ。我らに罪をおかす者を、我らがゆるすごとく、我らの罪をもゆ

るしたまえ。我らをこころみにあわせず、悪より救いだしたまえ。国とちからと栄

とは、限りなくなんじのものなればなり。 アーメン

講壇メッセージを通した御言葉・祈り・伝道

御言葉黙想
使徒 9:15(しかし、主はこう言われた。「行きなさい。あの人
はわたしの名を、異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に

運ぶ、わたしの選びの器です)

祈り

天の父なる神様。あなたの恵みに感謝をささげます。アナニヤ

のように私たちを神様の天命をもった弟子として下さい。キリスト

の中に全ての祝福があることを十分に悟らせて下さい。

また、御言葉を聞き、黙想し、御言葉に従順をするなかで、

主からのミッションを成し遂げていく者となれますように。

また、キリストを主人とする聖徒となることが出来て、万人王、

万人祭司、万人預言者の使命を成し遂げる者とさせて下さい。

このお祈りをイエスキリストのお名前によってお祈りします。

アーメン

伝道

今週の

ミッション

・御言葉の黙想・暗唱・書き起こし

・霊的な呼吸の祈り

呼吸の祈り

息を吐き出す時 息を吸い込む時

福音 私の悩みと心配を主に委ねます イエス・キリストは全ての問題の解決者です

信仰 私の不信仰を取り去って下さい 私に御言葉を信じる信仰を下さい

御言葉 私の罪を許して下さい 私に御言葉に従う信仰を与えてください

霊
私を邪魔するサタンの力は

イエス・キリストの名で打ち砕かれよ
私に聖霊充満を与えて下さい

感謝 私の過去の傷を全て捨てます 全ての事を感謝させて下さい

福音宣教教会
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